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あらまし  企業の経営環境が様々に変化する今日，企業の既存の一般的な基幹業務システムは業務毎の部分最適

を指向し開発されているため，全社的に柔軟な対応が困難な状況にある．そこで業務システムの全体最適を志向し

た全社プロジェクト管理システムを開発した．本システムでは，統合データベース・全体管理コアシステムを構築

することでシステムのメンテナビリティーを高め，同時にプロジェクト内の一連の明細データのトラッキング機能

を実現する．結果として，開発コスト，メンテナンスコストの大幅な削減，全社的な総合的プロジェクト管理や頻

繁な組織構成の変更への柔軟な対応を可能にした．さらに，本システムの開発と機能拡張へは既存のデータベース

よりも現在筆者らが開発中のセルモデルを採用したセルラーデータベースが有効であることを示した． 
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Abstract  The business environments of companies are changing in varied ways today. As for the common basic operation 
systems of companies, the systems are being developed to optimize each operation function. Although it is very hard to cope 
with various changes, we have developed a project management system of the whole company which aims at optimizing the 
entire operation system by building an integrated database and the core of the operation systems that can improve the 
interoperability of the operation systems and enables a great reduction of the development cost and the maintenance operation 
cost. At the same time, this project management system achieves the tracking of the project by applying the homotopy theory. 
Consequently the advantages of this project management system are: 1) Systematic in planned management of a project as 
much as possible;2) Flexibility in changing operation organizations and business processes. In addition, we show that the 
cellular database we are developing is more effective than existing traditional databases in the development of this project 
management system. 
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1. はじめに  

今日，インターネット上で様々なコンピュータ機器

がグローバルに常時接続され，莫大な情報が常時処理

されるような情報ハイウェイ時代に入った．とともに，

企業の経営環境においては，企業間の合併・吸収，市

場ニーズの多様化，コスト競争の激化，企業評価視点

の変化，会計制度の変更等，予測のつかない変化が頻

繁に起こる時代になった．今後，これらの環境の変化

に対し，企業の業務システムにおいては，全社的に柔

軟な対応が可能な機能を備えることが急務の課題であ

る．例えば，経営トップの経営戦略のために全社的な

プロジェクト管理情報を速やかに提供できる機能や業

務プロセスの変更時に柔軟な対応が可能なシステムア

ーキテクチャ，等である．しかし，企業の既存の業務

システムの大多数は，これまで業務毎に用途を想定し

て設計し個別に開発されているため，それらの要求に

応えることが非常に困難である．これは，システム開

発の指向性として個々の業務毎の最適を指向していて

全社の全体最適を指向していないこと，またシステム

開発後のシステム統合には非常にコストが大きく現実



 

 

的に不可能であることに起因する．そこで，全社の業

務システムの全体最適を指向した業務システム（“全社

プロジェクト管理システム”）を開発した．本システム

は，１．全社業務の統合データベース，２．全体管理

コアシステムと個別業務システム，３．プロジェクト

内の各明細データの全社的なトラッキング機能，から

構成される．１，２では，各業務においてプロジェク

ト予算管理に共通するスキーマを抽出，また各業務に

特有な機能と共通な機能を区別しアプリケーションを

開発することにより，システムのメンテナビリティー

を高める．結果としてデータベーススキーマ間のプラ

イマリーキー構造の変化，現実的にプライマリーキー

の値が重複するようなケースに対する柔軟な対応が可

能である．３では，プロジェクトの系統的なトラッキ

ングによって計画から実績までの総合的なプロジェク

ト情報の管理と，組織構成・業務プロセスの変更に対

する柔軟な対応を可能にする．また，本システムの開

発・機能拡張には，既存データベースでも可能である

が，現在著者らが開発中の新型データベースであるセ

ルラーデータベース（以下ＣＤＢ）がより有効である．

これについては 6 章で詳述する．  
 

2. 現状調査  
2.1. 要求事項  

著者らは，業務システムへの今後のニーズを把握す

るため，情報系企業数社へヒアリング調査を行った．

その結果から，今後の業務システムは次のような要求

を満たすべきであると考えられる．  
開発工期の短縮：システムの利用年数が今後もより短

くなることが予想されるので，開発コスト削減と共

に開発工期の短縮が急務の課題である．  
プライマリーキー構造の変化への柔軟性：組織構成や

業務プロセスが変更されるとき，各テーブルのプラ

イマリーキーの構造が変化する．このときにシステ

ムの変更を最小限にする柔軟性が求められる．  
全社的なプロジェクト管理：企業の経営者，プロジェ

クトマネージャーが必要とするのは，計画から実績

までの全社を通じた一連のプロジェクト管理情報で

ある．つまり，各業務システムが個々の業務要求に

応えるのではなく，業務システム全体で経営管理に

有用な情報を速やかに提供できる機能が必要である． 
2.2. 企業の業務システムの現状  

一般的な既存の業務システムを概観すると，データ

ベースとその業務アプリケーションは，業務毎に個別

にシステムが開発されている．その大きな理由として，

多くのユーザー，システム開発者が，全社業務の全体

最適よりも各業務の部分最適を目指した開発方法を

指向していることによる．（図 2.2-1）このとき管理対

象の各プロジェクトが上流の計画段階から下流の経

理段階まで推移するときの各業務処理がなされるフ

ェーズ（以下 ,業務ステップ）とそれらが実行される順

序（以下 ,業務プロセス）は ,システム開発者の設計意

図によって決定される．また運用後はシステム全体の

依存関係を把握したシステム管理者の存在のもと ,ユ
ーザーはシステム設計に従いシステムを利用する．よ

って，業務プロセスの変更等，データベース設計のキ

ー構造に変更があった場合は，システム管理者はシス

テム全体を考慮しながら再設計を行う必要がある．よ

って，開発後のシステム変更のコストは必然と大きく

なるので ,現実的には頻繁なシステム変更の要求に対

応できていない場合が多い．  
ここで ,ある一企業（非製造業）の業務システムを調

査した例を図 2.2 に示す．その中では，業務（実行予

算作成・購買・機材管理・財務会計・技術情報支援・

営業支援・人事）毎に業務システムを開発し，それぞ

れをインターフェイスシステムにより接続している．

この各業務システムは ,開発前に開発者がユーザー側

と綿密に協議し，各業務を果たすための業務ステッ

プ・業務プロセスを決定する．例えば，実行予算作成

システムの見積システムでは，｛１．概算見積，２．

提出見積，３．工事見積，４．受注計上｝という４つ

の業務ステップとその業務プロセスを決定する．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このとき，組織構成変更，業務改革等でＤＢスキー

マ間のキー構造が変化（つまり業務ステップ・業務プ

ロセスが変化）したときに，データベース設計，アプ

リケーション共に修正作業を行う必要がある．  
 

3. 全社プロジェクト管理システム  
今回，前述の要求事項に応えるための業務システム

である“全社プロジェクト管理システム”を提案する． 
3.1. システム概要  

本稿で提案するシステムは，業務毎の個別最適を志

向する既存の一般的な業務システムとは異なり，プロ

ジェクト予算の計画管理という側面において全社業

務の全体最適を指向する．前述の通り，既存の一般的

な業務システムは業務毎に分かれて開発され，インタ

ーフェイスシステムを別に開発し業務システム間の

データ処理連携を行う．（図 3.1-1）これに対し，本シ

ステムでは計画から経理業務までの一連のプロジェ

図 2.2 企業の業務システムの例  
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図 3.2 全社プロジェクト管理システム  

クト内の明細データの推移において，各業務に共通な

スキーマを抽出したデータベースの設計 ,共通な処理

を統一して開発することにより , 業務ステップと業務

プロセスの変更への自由度が高めシステムのメイン

テナビリティーを高める．また，プロジェクト内の明

細データのトラッキング機能を設けた．結果として，

業務ステップの実行とそのタイミングの決定（プロセ

スコントロール）またプロジェクト管理の判断（フロ

ーコントロール）が可能になり ,全社的なプロジェクト

管理を実現する．  
3.2. 統合データベースと全体管理コアシステム 
3.2.1. プロジェクト共通スキーマの抽出と自動

発番属性の設定  
本システムでは，データベース設計に際しプロジェ

クト予算管理に関し各業務共通のスキーマを抽出し

業務固有なスキーマと区別したデータベース設計を

行う．（統合データベースの構築）また，共通スキー

マに業務ステップを一意に識別する属性｛業務ステッ

プコード｝を含め業務ステップの設定を可能にする．

また，属性｛記録コード｝は値の自動発番を行い，明

細コードの値が重複するような現実のケースへの対

応を可能にする．これは 5.5 に例を示した．  
 
・ プロジェクト共通スキーマ  

｛記録コード，明細コード，明細名，開始日，終了日，業

務ステップコード，プロジェクトコード，業務，…｝  
・ 各業務固有スキーマ  
 営業固有スキーマ  
 ｛担当者コード，取引先コード，…｝  
 生産固有スキーマ  
 ｛作業所 NO，担当者 ID，支店コード，…｝  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.2. 各業務の共通処理の抽出  

アプリケーション設計に際し，全体管理コアシステ

ムとして，各業務に共通な案件一覧画面（図 4-1），明

細データ一覧・入出力汎用画面を設けるとともに，各

業務ステップを計画・確定・実績に区別し計画処理，

確定処理，実績処理を共通機能として開発する．また，

各業務ステップを共通処理別に区分した例を表 3.2 に

示した．他は業務毎に固有な機能の個別システムとし

て全体管理コアシステムとは分けて開発を行う．（図

3.2）各業務を通して統一したモデルにより共通機能を

統一して開発するので，開発コストの削減，メンテナ

ビリティーの向上を実現する．これらは，経営環境の

変化に対して組織構成や業務プロセスの変更等，予測

できないユーザーニーズの変化が頻繁にあり，システ

ム耐用年数が年々短くなっている業務システムの現

状を考慮すると非常に優位な点であるということが

できる．  
3.3. プロジェクト内の明細データのトラッキング機能  

プロジェクトの全社的推移において，業務ステップ，

各明細データの変化を記録する機能を設ける．業務ス

テップ，各明細データの変化を記録することにより，

プロジェクトが全社的に推移するときのトラッキン

グが可能になる．（図 3.3-1）既存のシステムでは業務

毎にシステムが開発されているので，受注計画等の上

流の段階から支払処理等の下流の段階までのプロジ

ェクトを計画的に管理することは困難である場合が

多い．これに対し，本システムでは，プロジェクトの

トラッキング機能により，プロジェクトの予定・確

定・実績管理をより系統的に行うことができる．この

機能は，経営管理機能等において，全社的に特定のプ

ロジェクトのデータを把握する必要があるときに非

常に有効である．また，そのトラッキング機能により，

明細処理を行った担当者の業務責任もより明確にな

るという利点もある．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. 業務共通サーバーの構築  
既存システムでは，業務システムに共通した統合デ

ータベースと全体管理コアシステムを構築するため，

ハードウェアも統一したサーバーを利用する．システ

ム毎にサーバーを立てる場合に比較して，サーバーの
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表 3.2 業務ステップを共通処理別に分けた例

図 3.3-1 プロジェクト内の業務ステッ

プ・明細データのトラッキング  

業務

ステップ１
業務

ステップ２
業務

ステップ３

明細
データ1-1

明細
データ2-1

明細
データ2-2

明細
データ2-4

明細
データ3-1

明細
データ3-2

明細
データ3-3

明細
データ3-4

明細
データ3-5

明細
データ3-6

明細
データ1-2

明細
データ2-3

案
件
１

案
件
２



 

 

使用効率が高くなり，開発コストの削減に貢献する． 
 

4. システムの実装  
3 章の設計に基づき前田建設工業情報システム SC

が著者の一人（関）を中心に本システムの実装を行っ

た．本システムは，Web アプリケーションであり実装

には JSP1.4，Web サーバーには Tomcat4.2，データベ

ースにはＭＹSQL4.0.4(RDB)を用いた．クライアント

とサーバーは同一の PC（OS：Windows2000，CPU：Intel 
PentiumⅢ 1.2GHz，メモリ： 512Mbyte，ハードディス

ク：20Gbyte）とした．  
4.1. 案件表示機能  

ユーザーはログイン後，画面左側の業務ステップを

選択するとその業務ステップに既登録の案件（プロジ

ェクト）一覧が出力される．案件を新規登録時には，

登録案件が前業務段階の明細データを引き継ぐかど

うかを指定する．引き継ぐ場合，該当の案件を一覧か

ら選択（元案件の選択）する．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. 明細データ表示・入出力機能  
案件一覧から一つの案件を指定するとそこに登録

されていた各明細の一覧が出力される．この一覧画面

より各明細データを直接入出力する．  
4.3. 明細データのトラッキング機能  

明細一覧から一つの明細を指定しトラッキング機

能を選択すると，指定の明細に対して下流の各業務段

階の各明細が出力される．この結果の表示について，

現在は明細データを表形式で出力しているが，グラフ

構造等での出力表示については今後の検討課題であ

る．  
 

5. 事例研究  
本システムにおいて，建築プロジェクト管理を例に

上げ，システム利用例を通してシステムの検証を行う．

利用例では，既存のシステムにおいて非常に困難であ

った問題点に対する本システムによる解決の事例に

重点をおいた．  

5.1. 業務ステップ・業務プロセスの設定  
建築プロジェクトにおいて使用されうる全ての業

務ステップ・業務プロセスを決定し登録を行った．

（表 5.1，図 5.1）このように , 本システムでは既存の

一般的なシステムとは異なり，業務ステップ・業務プ

ロセスをシステム開発後に登録可能である．また各ユ

ーザーは自分の業務に合わせて所属部門の業務に関

する業務ステップ・プロセスを設定する．例えば，営

業部門に所属するユーザーは，業務 “営業”の業務ステ

ップ{概算見積・提出見積・工事入札・受注計上・失

注処理}から必要な業務ステップを選択し，業務プロ

セスを定める．  
 

表 5.1 業務ステップの登録  
ID  業務ステップ  業務  

K1 経営計画  管理  

K2 受注計画  管理  

K3 施工計画  管理  

E1 概算見積  営業

E2 提出見積  営業  

E3 工事入札  営業  

E4 受注計上  営業  

E5 失注処理  営業  

S1 請負変更  施工

S2 実行予算  施工  

S3 業者見積  施工  

S4 発注  施工  

S5 検収  施工  

S6 支払依頼  施工  

S7 支払査定  施工  

S8 入金請求  施工  

Z1 支払処理  財務

Z2 入金処理  財務  

T1 部門計画  共通

T2 経費予算  共通  

T3 稟議  共通  

T4 契約  共通  

T5 支払検収  共通  

T6 支払依頼  共通  

T7 支払査定  共通  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.1 案件一覧画面の例  
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5.2. 明細の登録  
典型的なプロジェクトを想定して，管理部・営業

部・建築部・土木部・財務部に所属する各ユーザーに

各明細の登録を求めた．その登録内容の一部を表 6.2
に示した．またその際，プロジェクトの推移のトラッ

キングを可能にするため，各明細間の変化の関連性を

記録する．   
 

表 5.2 プロジェクトの明細の登録例  

明細コード  明細名  業務ステップ

k1 2002 年度経営計画  経営計画  

k2 2002 年度受注計画  受注計画  

e1 A ビル建築工事見 概算見積  

e2 A ビル建築工事提 提出見積  

e4 A ビル建築第１期 受注計上  

s2 A ビル工事実行予 実行予算  

s4-1 発注１  発注  

s4-2 発注２   

… …  

s5-1 検収１  

s5-2 検収２  

… … 

検収  

s6-1 電気代  

s6-2 水道代  

s6-3 雑費  

支払依頼  

s7-1 支払査定１  

s7-2 支払査定２  

… … 

支払査定  

s8 入金請求１  入金請求  

z1-1 支払１  

z1-2 支払２  

支払処理  

… …  

z2 入金  入金処理  

 

5.3. プロジェクトのトラッキング機能の利用例  
プロジェクトの全社的管理  
経営者やプロジェクトマネージャーは，経営計画か

ら支払・入金処理までの全社を通じた一連のプロジェ

クト管理情報を必要とする．このとき，本システムで

はプロジェクト推移のトラッキングが可能なので，プ

ロジェクトの全社的管理に必要とする情報を速やか

に得ることができる．以下に，実際に登録された明細

データにより利用例を示す．  
ユーザーはプロジェクトの全明細を図 5.3 のように

トラッキングが可能である．ここで，例えば経営者が

プロジェクト工程の進捗を確認する必要があるとき

はトラッキング機能によって，プロジェクトの上流か

ら明細データを上から順にたどればよい．また，プロ

ジェクトマネージャーが一連のプロジェクトにおけ

る営業部，施工部がそれぞれ確保した利益を知りたい

という要求があるときは，プロジェクトの上流から明

細データを上から順にたどり，営業部の見積明細（e2）
と受注計上明細（ e4），施工部の実行予算明細（ s2）
と発注明細（ s4）のデータを探し検討すればよい．こ

れに対し，既存のシステムでは，業務毎に業務システ

ムが異なり系統的にプロジェクトをトラッキングす

る機能を持てないので，上記の要求に対して経営者，

プロジェクトマネージャーは各部門に該当の明細デ

ータを問い合わせる必要があり非常に時間と手間の

かかる作業になる．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. 組織構成の変更への対応例  
予測不可能な経営環境の変化に従い企業の業務組

織も頻繁に変更されるが，業務システムもそれらの変

更に対して柔軟に対応可能であることが望ましい．こ

こで，本システムでは業務ステップ・業務プロセスを

柔軟に変更可能であり，組織の変更時には変更後に合

わせて再調整するだけでよく，システムアーキテクチ

ャに変更はない．よってメンテナンスコストを低く抑

えることができる．以下に，例を挙げる．業務組織の

変更で，施工部が建築部と土木部に分割されたとする．

このとき，業務「施工」を「建築」「土木」に区別し，

それぞれの機能に応じて業務ステップ・業務プロセス

を決定する．   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これに対し，既存システムでは，システム設計の際

に各組織に対して業務ステップ・業務プロセスが決め
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られている．よって組織変更後，全体のシステム設計

を考慮しながら，新たに建築部生産管理システム，土

木部生産管理システムを開発する必要があるのでシ

ステム再開発の大きなコストが必要である．   

5.5. プライマリーキーの値が重複するようなケースの

対応例  
データベース設計時に定めたプライマリーキーの

属性が現実的に重複するような，データベース設計時

では予測不能なケースがしばしば発生する．本システ

ムでは，インスタンスを必ず一意に識別する自動発番

属性｛記録コード｝を設けることによりこの問題を解

決可能する．以下に例を挙げる．  
生産管理において，発注担当者が資材 A を発注時，

明細を以下のように記録した．  
プロジェクト管理共通テーブル  

記録コード  明細コード  明細名  金額  

1000 S100 資材 A 発注  100 

 
その後，金額が変更になり再度，明細の記録を行っ

た．このとき，当然同じ発注案件なので明細コードは

変わらないが，記録コードには新しい値が自動発番さ

れる．  
プロジェクト管理共通テーブル（変更後）  

記録コード  明細コード  明細名  金額 …

1000 S100 資材 A 発注  100 

1001 S100 資材 A 発注  120 

 
このとき，記録コード ”1000”→“1001”の変化

の関係性も同時に記録される．このように自動発

番属性を設けることにより，インスタンスの変更

は正確にデータベースに記録される．これに対し，

既存のシステム設計では，属性｛明細コード｝を

プライマリーキー属性として設計していれば発注

記録の変化を記録できない．このような場合には，

ユーザーの判断でインスタンスをどれかに特定す

るよりないが，これは明細変更を正確に記録した

ことにはならない．またデータベースの再設計を

行えばメンテナンスコストが大きくなる．  
 

6. セルラーデータベースの利用  
6.1. 機能拡張への課題  

本システムを使用した複数のユーザーに，今後のシ

ステム機能拡張に関する課題を調査したところ，デー

タモデルにおける課題として，主に以下の点が明らか

になった．  
①  “プロジェクト共通スキーマ変更への対応”  

システム設計時に定めたプロジェクト管理共通ス

キーマを変更する必要が生じたとき，データベース設

計全体を見直す必要があり大きな手間がかかる．  
②  “他の管理情報との連携機能”   

本システムで実装した金額ベースのプロジェクト

管理情報と他システムの管理情報（人材管理情報，資

機材管理情報等）を関連づけ，情報を連係させる機能

が必要である．この課題を実現するには，データモデ

ルの理論拡張が必要であり，筆者の一人（國井）が開

発した情報空間構築モデルであるセルモデル [2]が有

効であると考えられる．セルモデルはスキーマの変化

を表現する機構（スキーマのホモトピー保存機能），

スキーマ属性間・インスタンス間の関連を表現する機

構（同値関係によるセル接合機能）をサポートするか

らである．  

6.2. セルラーデータベース（CDB） 
 セルモデルは，数学的にはセル構造空間に基づきホ

モトピー理論が適用されたローカルな情報とグローバ

ルな情報とを統合可能な情報空間構築モデルである．

セルモデルの詳細については [2][3][4][5][6]を参照さ

れたい．また数学的な不変量を表す同値関係によって

同値類が形成されるが，[2]によれば同値関係には数学

的な抽象階層が存在する．  
１． ホモトピーレベル  
２． 集合論レベル  
３． トポロジー空間レベル  
４． 接着空間レベル  
５． セル空間レベル  
６． 表現レベル  
７． ビューレベル  

この抽象階層は下層に向かうに従い増加的に各階層の

機構を継承していく．このセルモデルをデータモデル

として採用したセルラーデータベース（以下 CDB）は

現在筆者らが開発中である．その CDB の特徴を以下に

上げる．  
①  セル  

セル（空間）とは属性とインスタンスを区別する空

間である．RDB のテーブルに相当する．  
②  オープンセルとバンダリー  

オープンセルとは，そのクローズドセルのインスタ

ンスを必ず一意に識別するセルであり，バンダリーは

その属性情報である．オープンセルはそれ自体一つの

セルとして扱われ，バンダリーを Sn-1，クローズドセ

ルをB  n とすると，オープンセル en は以下である．  
 
   Sn-1 = ∑ B  n = B  n - Int B  n  = B  n - en. 

 
③  セル変化のホモトピー保存機能  

セルが変化するとき，スキーマ，インスタンスの両

レベルでのホモトピーを保存する．このホモトピー保

存機能により，スキーマ，インスタンスの変化を記録

することができる．また，ホモトピー同値性を利用し

てセルの再利用が可能になる．  
④  セル接合機能  

複数のセル間でスキーマ・インスタンスレベルにお

いて同値関係の対応をとることによりセルの接合を表

現可能である．このセル接合により，双方向のデータ

連携を可能にする．  
このセルモデルとしてデータモデルに採用した新

しいデータベースがＣＤＢである．ＣＤＢを本システ

ムの実装，機能拡張時の実装に利用すれば，既存のデ

ータベース（ＲＤＢ，ＯＤＢ）使用時よりも，開発工
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数の削減が可能であることを次に示す．  

6.3. オープンセル 
セルモデルには，ＲＤＢとは異なり，インスタンス

を必ず一意に識別する属性であるオープンセルの概

念があるので，4.2 のように自動発番する属性を工夫

したアプリケーションプログラムとして改めて設け

る必要がない．  

6.4.  ホモトピー保存機能  
ＲＤＢではスキーマ，インスタンスの変化を表現す

る機構がモデルレベルに存在しないので，ＤＢ設計

者・アプリケーション開発者がプロジェクトのトラッ

キング処理の実装が必要である． また，ＯＤＢでは，

プログラム中でクラスを生成できないという決定的

な問題点と共に，クラスを継承し属性追加を表現する

ときインスタンス間の関連が表現できないので，イン

スタンスの変化を追跡するときにはアプリケーショ

ン開発での工夫が必要になる．これに対し，ＣＤＢで

はモデルレベルでスキーマ・インスタンス両レベルで

の変化のホモトピー保存機能がサポートされている．

よって，本システムにおける明細データのトラッキン

グ機能はインスタンス変化のホモトピー保存機能と

してＣＤＢでサポートされているので改めて開発す

る必要はない．また，機能拡張への課題①“プロジェ

クト共通スキーマ変更時への対応”に対して，スキー

マ変化のホモトピー保存機能としてＣＤＢでサポー

トされているので機能拡張が容易である．よって，Ｒ

ＤＢ，ＯＤＢと比較してアプリケーション開発工数の

削減が可能である．  

6.5. セル接合機能  
課題②“他の管理情報との連係機能”を実現するに

は，双方向のデータ関連付けを表現する機構が必要で

ある．ＲＤＢ，ＯＤＢにはスキーマ，インスタンスレ

ベルともそのような機構がモデルレベルに存在しな

い．よって，要求を満たすにはアプリケーションレベ

ルで機能を実装する必要がある．これに対して，ＣＤ

Ｂではモデルレベルでスキーマ属性間（それに伴うイ

ンスタンスの値間）での同値関係の対応を取るという

セル接合機能がサポートされている．（図 7.5）これに

より，ＲＤＢ，ＯＤＢと比較して，ＣＤＢを使用すれ

ば課題②の機能拡張が容易になり，開発工数・メンテ

ナンス工数の削減が可能になる．以下に簡単な事例を

上げる．  
ＣＤＢを使用した業務システムで，プロジェクト管

理セル（セルはＲＤＢのテーブルに相当）と資機材管

理セルが，以下のように別々に設計されていたとする． 
 
プロジェクト管理セル（Bp 

n）  
｛記録コード，明細コード，明細名，開始日，終了日，

業務ステップコード，プロジェクトコード，資機材

コード，…｝  
資機材管理セル（Bq 

m）  
｛記録コード，明細コード，明細名，開始日，終了日，

業務ステップコード，プロジェクトコード，…｝  
そして，２つのセルはBp 

1:[資機材コード ]，Bq 
1:[明細

コード ]を同値セルとして次のようにセル接合される．

ここで+は排他和を，~は同値関係を表す．  
 セル分解写像 fp, fq とその等化写像 g,h は，  
 fp: Bp 

n Ø Bp 
n-1 +g Bp 

1 
 fq: Bq 

m Ø Bq 
m-1 +h Bq 

1 
 g: ∑ n -1 Bp 

n Ø Bp 
1 

 h: ∑  
m -1 Bq 

m Ø Bq 
1 

 セル接着写像 p は ,  
 p: ∑  

m -1 Bq 
m (= Bq 

1) Ø ∑ n -1 Bp 
n  (= Bp 

1) 
 等化写像ｇは，  
 g: Bq 

m + Bp 
n Ø Bq 

m + Bp 
n / ~ 

 統合セルは，  
   Bq 

m + f Bp 
n = Bq 
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図 6.5 セル接合  
 
おわりに  
本稿では，業務システムの全体最適を志向した全社

プロジェクト管理システムを提案した．本システムの

特長は，統合データベース・全体管理コアシステム構

築によるメンテナビリティーの向上，総合的なプロジ

ェクト管理のためのプロジェクト内の明細データの

トラッキング機能である．その有効性を幾つかの実例

をあげて検証した．また本システムの開発と機能拡張

には既存のデータベースよりも現在筆者らが開発中

のセルモデルを採用したセルラーデータベースが有

効であることを示した．  
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